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新型コロナウィルス（COVID-19）の感染拡大が続く中、各国は感染の封じ込め対策と共に各種の

経済対策を矢継ぎ早に打ち出しています。Deloitte EMEA 日系企業サービスグループ（JSG）で

は、本ニュースレターにおいて欧州主要国（ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、英

国）が公表している経済対策等のうち重要なアップデートを日本語でご紹介させていただくととも

に、弊社が公表している Webinar や記事をご案内させていただきます。 
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今回は初回のため、2020 年 4 月 3 日時点で公表されている重要な経済対策等の概要を解説いたし

ます。

Belgium 
 一時的な失業（Temporary unemployment）への保障制度を 3 ヶ月延長（2020 年 6 月 30 日

まで）する。また、手当率が 65％から 70％に増額される。加えて、正当な理由を証明すること

は求められない。

 2020 年第 1 四半期及び第 2 四半期分の事業主の社会保険料の支払については、COVID-19 が

納付猶予（amicable payment deadline）の申請理由として認められる。

 VAT、給与源泉税、個人/法人所得税について、経営難が COVID-19 に関連するものであること

を証明すれば、納付猶予を受けることができる。

 連邦政府の調達契約の執行については柔軟に対応。契約履行の遅延や契約不履行が COVID-19
を原因とするものであることが証明された場合は、違約金や制裁は課されないものとする。

 連邦政府は銀行部門に対して、債権貸倒を補填する目的で最大 500 億ユーロの保証を提供する

方向で検討を進めている。

 これらの連邦政府の措置に加えて、地方政府からは、主に各地域の投資ビークル（PMV、
Sogepa など）を通じた支援が発表されている。

France 
 社会保険料・税金：全ての企業（株主への配当を支払う大企業を除く）は、正当な理由や罰則な

しに、3-4 月に納付期限が到来する社会保険料及び税金の納付猶予を受けることができる。また

大企業を含め、減税がケースバイケースで認められる。

 一時帰休：従業員の給与を企業と政府が共に負担する形で、企業に一時帰休に関する権利が付与

される。企業は従業員に額面給与の 70％（手取り額の約 84％）を、最低賃金以下の従業員には

額面給与の 100％を支払う。企業に対しては国から額面給与 6,927 ユーロ（最低賃金の 4.5
倍）/月まで全額支給される。企業は従業員に一時解雇等しないことを約束し、政府の許可を得

る必要がある。企業活動を縮小又は停止する場合、労働省の専用ウェブサイト

(https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/)で従業員の一時帰休に関する申請を行う

ことができる。申請は 3 月 16 日以降、一時帰休開始後 30 日以内に行うことができる。

 直接金融支援：経済・財務大臣が、全ての企業と従業員に対して 450 億ユーロの金融支援を行

うことを発表した。詳細は未定。

 融資：公的投資銀行（Bpifrance）は、①融資・当座貸越に対する 3,000 億ユーロの保証、②企

業への直接融資、③3 月 16 日以降に実行された融資の返済猶予を実施する。①融資（3-7 年）

又は当座貸越（12-18 ヶ月）の最大 90％（株主への配当金を支払う大企業は対象外）、②中小

企業(SME)向けに 1 万-1 千万ユーロ、中規模企業(mid-caps)向けに 1 千万-3 千万ユーロを融

資し、返済を 3-5 年猶予。

 政府契約：COVID-19 の流行は「不可抗力」に分類されるため、国や地方自治体との契約には

履行遅滞に対する罰則は適用されない。全ての政府契約が対象。

Germany 
 時短勤務の対象となった従業員のための支援

- 政府労働局から、基本的に、子どもがいる従業員には給与減額分の 67％（税引後）、それ

以外の従業員には給与減額分の 60％が時短手当として支給される。

- 当該時短手当は、最長で 12 ヶ月間支給される。

- 政府労働局は、これら時短手当に関連するすべての社会保険料（事業主分を含む）を補填す

る。

- 時短が従業員総数の 10％以上（従来は 30％）に及ぶものであることが支給を受けるための

条件となる。

- 非正規雇用及び正規雇用の従業員の両方に適用される。

 税制措置

- 納税猶予を申請するための手続きの簡素化

- 予定納税額の減額の早期化

- COVID-19 の影響に起因した不払いがあった場合の滞納処分について、2020 年 12 月 31
日までの延期

 中小企業向けの「保護策」

- KFW（ドイツ復興金融公庫）からの中小企業向け融資（特別条件）の実行の早期化

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
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- 現時点で、その詳細や仕組みについては公表されていない。

 救済基金

- 大企業向けの救済基金が設置されている。経済安定化基金（WSF）には 6,000 億ユーロが

拠出されており、以下の措置のために準備されている。

- 企業のリファイナンス対策のための 4,000 億ユーロの保証

- 企業の社債や負債性金融商品の買い上げを可能にするための 1,000 億ユーロ。企業が存続

の危機に陥った場合は、ドイツ連邦政府が救済することができるが、企業は連邦政府に株式

を譲渡しなければならない。危機が収束した後、これらの株式は再び民間に放出される。

- KFW（ドイツ復興金融公庫）からの特別融資の資金として、追加で 1,000 億ユーロが投入

される。

 社会保険料

- 企業は、5 月まで社会保険料の納付期限の猶予を受けることができる。

 州レベルで追加で提供されている支援

- バイエルン州：連邦政府の救済基金の対象とならない中規模企業に対する救済基金

（”Bayernfond”）の設置。

- 連邦政府が所有する銀行（例：バイエルン州：LfA Förderbank、ノルトライン＝ヴェスト

ファーレン州：NRW.Bank、バーデン＝ヴュルテンベルク州：L-Bank、ヘッセン州：

WIBank）の中小企業向け融資の実行の早期化。

Italy 
 以下に条件を満たす企業への 1 社あたり 80 万ユーロを上限とした直接的な助成金又は融資の形

式での支援。

- 医療機器・個人用保護具の製造のための新しい設備を設置する。

- 医療機器・個人用保護具を製造するための既存設備での生産を拡大する。

- 既存の生産ラインを医療機器・個人用保護具の製造へと変換する。

申請方法：イタリア投資誘致・事業開発公社（INVITALIA）のウェブサイトから、必要書類を

添付したデジタル署名入りの申請書を提出する。

 金融・工業企業の繰延税金資産を税額控除に転換することにより、不良債権を譲渡するためのイ

ンセンティブを与える。

 以下の条件を満たす中・大企業への信用供与の拡大を可能にするメカニズムの導入（総額 100
億ユーロまで）。

- 中小企業ファンドの利用が認められていない。

- COVID-19 危機の影響を受けた。

- 具体的に指定された特定のセクターに関係している。

申請方法：未定

 以下の条件を満たす中小企業について、特定の融資の最大 6 ヶ月間の猶予、2020 年 2 月 29 日

から 2020 年 9 月 30 日までの間、銀行による与信枠の取り消しを禁止。

- 2020 年 3 月 17 日現在、正常債権の貸出先となっている。

- 拠点がイタリアにある。

- COVID-19 による資金流動性問題を申告する自己証明書を銀行や金融仲介業者に提供してい

る。

 中小企業向けスマート・ワーキング・ビジネス・プラン（ロンバルディア州）の導入に対する融

資。

 中小企業向け運転資金支援ローンのための保証基金及び融資のための基金の設立。

- 9 ヶ月間（2020 年 3 月 17 日～2020 年 12 月 17 日）。

- 最大 500 万ユーロまでの取引が対象。

 中小企業向け人員削減プログラムのための基金。

 零細企業向けの相互保証コンソーシアム（CONFIDI）の拡充。

Netherlands 
 臨時給与補償制度（NOW）

オランダ政府は、事業規模が縮小（売上が減少）した企業に対して、最大で従業員給与の 90％
が補償される臨時給与補償制度を発表した。本制度は幾つかの条件を満たす民間企業に対して適

用が認められるが、当該条件の一つとして売上見込みが大幅に減少すること（少なくとも 20％
以上）を証明する必要がある。
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臨時給与補償制度（NOW）により補償される給与手当は、下記の通り売上高の減少率によって

異なる。

- 売上高が 100％減少した場合、事業主が支払う人件費の 90％に相当する助成金が給付され

る。

- 売上高が 50％減少した場合、事業主が支払う人件費の 45％に相当する助成金が給付され

る。

- 売上高が 25％減少した場合、事業主が支払う人件費の 22.5％に相当する助成金が給付され

る。

※臨時給与補償制度の適用にあたっては売上減少以外にも満たすべき条件が存在する点に留

意。

 税金支払いの納税猶予

すべての税金支払いについて 3 ヶ月の納付猶予が認められる。なお、本納税猶予はすべての企業

に適用される。

 既存融資に係る救済措置

オランダの各銀行は現在、既存のすべての融資に係る利払い及び返済について 6 ヶ月間の救済措

置を協議している。 本救済措置の詳細は今後発表される予定である。

United Kingdom 
 コロナウイルス雇用維持スキーム（Coronavirus Job Retention Scheme）：休業中であるが

解雇はされておらず給与が発生する従業員への給与支払いを支援する制度であり、月 2,500 ポ

ンドを上限に給与の 80％が支払われる（必要に応じて雇用主が上乗せすることができる）。こ

の制度は 3 月 1 日にさかのぼって適用され、少なくとも 3 ヶ月間利用できる。

 法定傷病手当（Statutory Sick Pay）の救済パッケージ：コロナウイルス のために休業してい

た適格な従業員に対して、 1 人当たり最大 2 週間分の法定傷病手当が補償される。

 COVID 企業融資制度（CCFF: Covid Corporate Financing Facility）：英国経済に大きく貢献

している企業が発行する満期 1 年以内のコマーシャル・ペーパーを購入して資金供給を行う。

 中小企業向け融資スキーム（CBILS: Coronavirus Business Interruption Loan Scheme）：

融資期間はタームローンとアセットファイナンスでは 3 ヶ月から 10 年、リボルビング信用枠と

売掛金担保融資では最大 3 年であり、 最初の 12 ヶ月間は無利息となる。

 大企業向け融資スキーム（CLBILS: Coronavirus Large Business Interruption Loan
Scheme ）：大企業の資金繰りを支援する制度である。政府が融資額の 80％を保証し、銀行は

年間収益が 4,500 万ポンドから 5 億ポンドの企業に 2500 万ポンドまでの融資を行うことがで

きる。

 金利：イングランド銀行は金利を 0.1％へと引き下げ、英国債購入プログラムを通じた量的緩和

を再開することを発表した。

 ビジネスサポートと助成金の提供：

- イングランドの小売部門、接客部門、レジャー部門のすべての企業（不動産業者、賃貸代理

店、ビンゴホール、ベッティングショップ、カジノを含む）は、12 ヶ月間、ビジネスレー

ト（事業用固定資産税）が全額免除となる。

- ビジネスレートの免税の対象となる小規模企業への助成金を 3,000 ポンドから 10,000 ポ
ンドに増額された。

- 課税評価額が 15,000 ポンドから 51,000 ポンドの小規模な施設で営業する小売部門、接客

部門、レジャー部門の企業には、25,000 ポンドの助成金が支給される。

 固定資産税の軽減：物件の占有者である事業者や物件の所有者は、非占有物件に対する固定資産

税の免除を申請することができる。

 年金：年金規制当局（Pensions Regulator）は、受託者と雇用者が合意により雇用者年金の拠

出金の支払いを短期的に減額又は停止する方法について指針を発表した。

 倒産対策：政府は、債権者による訴訟から企業を保護するための短期間の猶予期間、新たな再編

ツール、再編中の企業のサプライチェーン保護のため不可欠な供給の終了の禁止等の導入に向け

た新たな法案の迅速な実施を予定している。

 家賃を滞納した商業テナントの立ち退きの禁止：コロナウイルスの流行が原因で家賃が払えなく

なった商業テナントは、3 ヶ月間立ち退きから保護されることとなった。

 政府が導入したその他の財政措置：
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- 3 月 20 日から 6 月末までは VAT の納付を猶予し、その後、年度末までに納付するものとす

る。猶予期間中、企業は VAT 納付のための自動引き落としを停止することが推奨される。

また、納付の猶予に伴い、ペナルティーや利息は発生しない。

- 大企業や中規模企業が信用供与を受けられるようにするための措置。

- 企業登記局（Companies House）への年次財務諸表の提出については、コロナウイルス流

行の影響に対処する企業がペナルティーの対象とならないよう、3 ヶ月の猶予期間が与えら

れる。

本ニュースレターは一般的な情報を記載しており、全ての関連情報が含まれているとは限りません。

上記の内容に対して行動する、又は行動を控える前に、専門家のアドバイスを得ることをお勧めしま

す。特に関連するスキームの詳細、仕様、適格性の定義と合意のプロセスに関しては、さらなる明確

化が期待される箇所が多くあり、情報は変更される可能性があります。

詳細は Global summary of government’s funding responses to COVID-19（英語）をご参照

ください。ウェブサイトでは上記 6 か国以外の国々についても、4 月 3 日以降の変更を反映した最

新の状況をお届けしております。

Webinar のご案内  

Deloitte は COVID-19 に関連した様々な Webinar（無料）を開催しています。以下に今後開催さ

れる Webinar、過去に開催された Webinar のうち主なものをご案内させていただきます。なお、

過去に開催された Webinar はオンデマンドで録画をご覧いただくことができます。 

今後開催される Webinar 

Belgium
Responding to COVID-19: Updates and practical steps (毎週金曜 9.00 CET) 
毎週 1 時間の本 Webinar にて、プライシング、サプライチェーン、労務等ビジネスのさまざまな側

面を取り上げ、COVID-19 の影響によるリスクと混乱への洞察を提供し、あらゆる規模の組織がこ

れらの課題を管理する方法について議論します。登録

Germany 
Supporting Japanese Groups in managing Tax and Transfer Pricing issues in uncertain 
times (英語/日本語) (4 月 21 日（火）CET 9-10 時) 
ドイツの税務及び移転価格に関する救済措置や短期的及び中長期的な検討事項について英語及び日本

語で解説いたします。登録

United Kingdom  
Responding to COVID-19: Updates and practical steps (毎週木曜 13.00 GMT) 
Deloitte UK のチーフエコノミスト Ian Stewart が主催する本 Webinar は、COVID-19 が世界経

済に与える影響、組織が直面している課題、組織がどのように対応しているのか、現時点で取るべき

行動についての提言を共有することを目的としています。登録

EMEA 
 A cyber perspective on a changing world (毎週木曜 10.00 GMT/11.00 CET)

Deloitte 専門家とクライアント代表者が主催し、サイバーに関する最新情報を含む様々なトピッ

クスを毎週お届けいたします。登録

 Transfer Pricing in a downturn - considerations for Japanese Groups in Europe (英語 4
月 24 日（金）GMT 9-10 時/CET10-11 時, 日本語 4 月 28 日（火）GMT 9-10 時/CET10-11
時)
日系多国籍企業を対象として、「景気後退期の移転価格」と題した Deloitte EU Webinar を英

語及び日本語で開催いたします。英語版登録、日本語版登録

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/financial-advisory/articles/covid19-uk-government-funding-response.html
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/about-deloitte/articles/responding-to-covid-19_weekly-webinar.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/tax/events/webcast-covid-19-business-tax-tp.html?sc_src=email_4264180&sc_lid=177952511&sc_uid=gUJYmtDn9t&sc_llid=1
https://ukpages.deloitte.com/COVID-19-Weekly-Webinar-Registration.html
https://ukpages.deloitte.com/COVID-19-Weekly-Webinar-Registration.html
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/risk/articles/a-cyber-perspective-on-a-changing-world.html
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2262398&sessionid=1&key=0A10198D6A1424194AB2AAC3C37E845B&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2262407&sessionid=1&key=B317508535C62AC14D4C11C4E475CEBA&regTag=&sourcepage=register
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過去に開催された Webinar 

 UK: CHRO Virtual forum 第 2 回 (9 April) 視聴

 EMEA: Longer Term Implications And The Future Of Work (7 April) 視聴

 EMEA: A CIO Perspective (3 April) 視聴

 Belgium: The Workforce Perspective (2 April) 視聴

 EMEA: Implications For Employment Law And Employment Tax (31 March) 視聴

 UK: How Tax departments can prepare now (27 March) 視聴

 UK: CHRO Virtual forum 第 1 回 (27 March) 視聴

 Global: How to manage the impact on your global workforce (17 March) 視聴

記事のご案内

Deloitte はグローバルで COVID-19 に関連した様々な記事を公表しています。弊社の Global web 
hub（英語）において、トピック別（経済、ファイナンス、人事、法務、オペレーション、戦略、サ

プライチェーン、税務）やセクター別に記事を検索してご覧いただくことができます。

代表的な記事である The heart of resilient leadership: a guide for senior executives では、危

機的状況においてリーダーが適切な行動をとる上での実践的な洞察を提供し、組織をリードするため

に必要なリーダーシップの 5 つの資質を解説しています（日本語版）。また Actions guide では、

危機対応のフェーズを対応、回復、成長の 3 つに分け、危機管理本部、人材と戦略、事業継続性と

ファイナンス、サプライチェーン、顧客との関わり、デジタル技術という 6 つの優先事項について

マネジメントにとって実用的なアクションを解説しています。

お問い合わせ  

本ニュースレターに関するご質問や私たちがお手伝いできることがございましたら、以下までご連絡

ください。 

Belgium 

Taisuke Nakamura 
JSG Senior Manager 
tnakamura@deloitte.com 

Germany 

Shinichi Ishida 
German Tax Senior Manager 
sishida@deloitte.de 

Italy 

Junji Irie 
JSG Senior Manager 
juirie@deloitte.it 

Netherlands 

United Kingdom 

Koji Ishikawa  
JSG Partner  
kojixishikawa@deloitte.co.uk 

Akio Tsuchida 
JSG Senior Advisor 
akiotsuchida@deloitte.co.uk 

Hidaka Hiro 
UK Tax Director 
hhidaka@deloitte.co.uk 

Kenichi Suzuki 
UK Tax Associate Director 
kenichisuzuki@deloitte.co.uk 

https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2239424&sessionid=1&key=7524E6175139AD926BA0B9E851516BD5&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/console/EventConsoleApollo.jsp?&eventid=2247376&sessionid=1&username=&partnerref=&format=fhaudio&mobile=false&flashsupportedmobiledevice=false&helpcenter=false&key=9211DABA0745D17F71814732C2AFF35E&text_language_id=en&playerwidth=1000&playerheight=650&overwritelobby=y&newConsole=false&nxChe=true&eventuserid=280229261&contenttype=A&mediametricsessionid=238748203&mediametricid=3178431&usercd=280229261&mode=launch
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fbe%2Fen%2Fpages%2Ftax%2Farticles%2FCOVID-19-Tax-Legal-News-Deloitte-Belgium-Tax.html&eventid=2254599&sessionid=1&key=2BA092AFBA7B11CC7E7A16647338FB23&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fbe%2Fen%2Fpages%2Ftax%2Farticles%2FCOVID-19-Tax-Legal-News-Deloitte-Belgium-Tax.html&eventid=2231201&sessionid=1&key=ADA1778AACFA37347E10D625A6CAAE90&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=http%3A%2F%2Fwww.emeadbriefs.com%2Fwebcast-pages---uk%2F2020-t1-03-27-20---uk-tax-focus.aspx&eventid=2243456&sessionid=1&key=83682B6ED88519102295569865F4A89C&regTag=&sourcepage=register
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2239424&sessionid=1&key=7524E6175139AD926BA0B9E851516BD5&regTag=&sourcepage=register
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/legal/articles/coronavirus-how-to-manage-impact-on-global-workforce.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?fbclid=IwAR2qoQu7q5ve1dpNaEPLczHD1gxueGsF76aW1xx_t5DzSw4UckrKwDDzEIY
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/topics/combating-covid-19-with-resilience.html?fbclid=IwAR2qoQu7q5ve1dpNaEPLczHD1gxueGsF76aW1xx_t5DzSw4UckrKwDDzEIY
https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/srr/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/the-heart-of-resilient-leadership.html?icid=nav2_the-heart-of-resilient-leadership
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=https%3A%2F%2F51.del-extra.com%2Fwebcast-pages---emea%2F2020-t1-04-07-20---ges.aspx&eventid=2231195&sessionid=1&key=527551877717AB47D031589814008CFD&regTag=&sourcepage=register
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Taichi Murakami 
JSG Manager 
taimurakami@deloitte.nl 
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